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現在に至る

抗炎症作用を有する乳酸菌の
ラクトフェリン様活性タンパク質・ペプチドの検証研究
Studies of protein and peptide having lactofferin-like activity
from anti-inflammatory lactic acid bacteria
Recently, from research related to human probiotics, some lactic acid bacteria (LAB) functions
have been reported by many scholars: anti-allergic properties and anti-inflammatory activity.
However, few reports describe anti-inflammatory results from elimination of inflammatory
substances such as endotoxins from cell walls of gram negative intestinal bacteria. Lactoferrin,
known to eliminate endotoxin, is present in small amounts in milk. And many Japanese and other
Asian people consume few milk products because of widespread lactose intolerance. Therefore
LAB, which can be consumed safely with meals, was isolated from food for the elimination of
endotoxins. First, LAB was isolated in 168 strains from food and fermented food. Screening
revealed that AK-23 was selected to eliminate endotoxin. AK-23 was identified as Pediococcus
pentosaceus according to its morphological, physiological and molecular biological characteristics.
AK-23 strain eliminated endotoxin at 30 °C. The endotoxin eliminating substance was a 217 kDa
protein. The strain of bacteria can be used as a functional food for healthy lifestyles or for antiinflammatory or other medicinal purposes.
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はじめに
乳酸菌は、伝統的な発酵食品の主要な菌として用いられてきた。イリヤ・メチニコフ 1 ）は、長寿者が
多いブルガリアにおいて、常食されているヨーグルトに着目し、ヨーグルト乳酸菌による腸内フローラの影
響により、腸内環境を改善することを提唱した。これをきっかけに乳酸菌研究が盛んとなり、腸管内乳酸
菌の有用性が明らかとなっていった。
これまで、寺田ら 2 ）は、ヨーグルトをヒトに 2 週間摂取させたところ、糞便中の腸内常在ビフィズス菌が
増加を示し、腸内の腐敗産物が有意に減少したと報告した。さらに、最近、プロバイオティクス分野にお
いて、乳酸菌による腸の抗炎症作用等も報告されている3－4 ）。
ところで、ヒトの腸内は大腸菌等の悪玉菌により炎症を起こしていることが報告され、グラム陰性菌細
胞壁外膜中に存在するLPS（Lipopolysaccharide；リポポリサッカライド、リポ多糖）が要因である 5 ）と
される。
ところで、LPSとは、Fig.1 に示すように、脂質部分に毒性を持つ糖脂質により3 つのユニットで構
成され、特に、リピド A は、内毒素（ endotoxin；エンドトキシン）と呼ばれる毒性中心である。これは
10－9g/kgと微量で生体反応を引き起こす。さらに、生菌が死滅した後でも、毒性がのこり、無毒化には
250 ℃、30 分以上の乾熱滅菌が必要とされる6 ）。

Fig. 1 リポポリサッカライド（ LPS ）の構造

これまで、LPS を消去するタンパク質として、ラクトフェリンが知られている 7 ）。しかし、ラクトフェリンは
熱により失活し、市販の殺菌された生乳中は極わずかである。さらに、日本を含むアジア地域では、乳
糖不耐症の割合が高いために乳由来の食品における大量摂取が難しい。よって乳由来以外の発酵食
品から同様の抗炎症作用を持つ物質を求められる。
これまで、乳酸菌の抗炎症作用について、Ishikawaら 8 ）は、乳酸菌混合物を投与したところ潰瘍性
大腸炎の症状が改善したと報告している。このように、乳酸菌によるLPS 性炎症の低下作用は報告さ
れるが、乳酸菌の LPS 消去に関する報告は少ない。
そこで、本研究では、天然界より分離した乳酸菌を用い、LPS 消去能を有する乳酸菌株を分離し、
その消去タンパク質の所在を明らかとし、食品への応用を目指すこととした。

実験方法
試薬及びサンプル
乳酸菌の培養は MRS 培地（関東化学）及び GYP 培地（ 1 ％ グルコース、0.5 ％ 酵母エキス、
0.5 ％ ペプトン）を用いた。その他、記述のない試薬は和光純薬工業社製を用いた。また、エンドトキシン

2

の測定、サンプル調製する緩衝液、濃度調整に使用する蒸留水はエンドトキシン不含の大塚蒸留水
（大塚製薬；Cat#.035175117 ）を用いて検討した。また、その他調製用の水も市販蒸留水（和光純
薬工業）を滅菌後に使用した。
乳酸菌の分離
食材サンプル（大麦麦芽、米、米ぬか、味噌、チーズ、キムチ、ビール粕、糠漬；0.1g ）を 10mL の
MRS 培地で30 ℃、24時間培養した。さらに、それらをMRS 白亜寒天培地（6.2％ MRS 、1.2％ 寒天、
0.5％ 炭酸カルシウム）に塗抹接種し、培養後にクリアゾーンを形成したものを乳酸菌群とした。
スクリーニング供試乳酸菌およびその乳酸菌群の分類
分離乳酸菌群（ 168 株）は、乳酸菌実験マニュアル 9 ）に準拠して、コロニーの形状やグラム染色試
験・形態観察、生理学的特性にてタイプ別に分類した。
エンドトキシン消去乳酸菌のスクリーニング法
供試菌株は、予めGYP 培地に1％ Tween 80 solutionと0.5％ Salt solutionを加えた培地で、30℃、
24 時間前培養を行った。Tween80 solution は 50mg / ml 水溶液とし、Salt solution は蒸留水 1ml 中
に MgSO4・7H2O；40mg 、MnSO4・4H2O；2mg 、FeSO4・7H2O；2mg 、NaCl；2mg が含まれるよう調
製した。その後、供試菌株は、10 6（cells /mL）となるようエンドトキシン（1.0μg /ml；E.coli O18 LPS 、
Glycobiotech GmbH）を含む GYP 液体培地 200μLに接種し、30 ℃で16 時間、培養を行った。使用
する水はエンドトキシンを含まない注射用水を用いた。培養後、1M 炭酸ナトリウム水溶液 10μLを加え、
中和した。
エンドトキシン測定法
培地中の LPS 量は、リムルスカラー KY テストワコー
（和光純薬工業）を用いた。すなわち、試料の
上清 50μlとリムルスカラー試薬 50μlをパイロジェンフリー 96 穴マイクロプレートに分注し、405nm の吸
光度（マイクロプレートリーダー、MULTISKAN FC；サーモフィッシャーサイエンティフィック社）を37 ℃、
10 秒毎の条件で 10 分間測定した。また、対照は供試菌株をエンドトキシン無添加培地で、培養した後
のエンドトキシン量とした。
分離乳酸菌の同定試験
乳酸菌実験マニュアル 9 ）に準拠して行った。すなわち、グルコースを加えない YP 基本培地に、21 種
類の炭素源（グルコース、ラクトース、フラクトース、ガラクトース、マンノース、シュークロース、セロビオー
ス、マルトース、メレジトース、マンニトール、ラフィノース、ラムノース、サリシン、
トレハロース、ソルビトール、
グルコン酸ナトリウム、L-アラビノース、D-アラビノース、リボース、キシロース、デンプン）を1％となるよう
に添加し、あらかじめ培養させた乳酸菌株を接種し、30 ℃、3日間培養した。乳酸菌の増殖は、目視に
よって確認した。対照として、炭素源無添加培地 2.0mlを用いた。また、GYP 培地を用い、4 ℃、15 ℃、
20 ℃、37 ℃、45 ℃で3日間培養を行い、増殖を測定した。
16SrRNA-DNA シークエンス解析
微生物の分離・同定法 10 ）に従った。すなわち、培養乳酸菌より、クロモソーム DNA を抽出
し、プライマー
（ F27；5’- AGAGTTTGATC MTGGCTCAG- 3’, 1492R；5’- CGGTTACCT
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TGTTACGACTT-3’）を用い、Takara EX Taq（タカラバイオ社）で 16SrRNA-DNAを増幅した。
これをBig Dye Teminator v3.1を用いて処理後、シークエンサーABI 3130（ Applied Biosystems,
Foster City, California, USA）にて塩基配列の解析を行った。得られた塩基配列の結果は、BLAST
（http：//blast.ncbi.nlm.nih.gov/）を用いて相同性解析を行った。
エンドトキシン分解のための温度条件
6
AK-23株は、10 （cells
/mL）
となるようにエンドトキシン（1.0μg /ml）溶液を含むGYP 培地（200μl）

に接種し、4 、15 、30 ℃で 16 、40 、64 時間培養を行った。培養後、1M 炭酸ナトリウム水溶液 10μlを
加え、中和し、培養後にエンドトキシンを測定した。
エンドトキシン分解のための最適条件
AK-23 株は、10 8（cells /mL）となるようにエンドトキシン（ 1.0μg /ml ）溶液を含む GYP 及び YP 培
地（ 200μl ）に接種して培養した。4 、15 、30 ℃で16 、40 、64 時間培養後、1M 炭酸ナトリウム水溶液
にて中和し、培養後にエンドトキシンを測定した。
乳酸菌成分の分画方法
供 試 菌 株は、口分田 1 1 ）に従い分 画した。F i g . 2 に方 法を示した。すなわち、G Y P 培 地で
30 ℃、16 時間前培養を行い、遠心分離（ 10,000× g 、10min 、4 ℃）し、菌体を得た。培地上清を

Fig. 2 p. pentosaceus AK-23 株の細胞の分画方法。
各画分（150μL ）は、エンドトキシン溶液（ 50μL ）を加え、4～30 ℃で反応後、エンドトキシン
の残量を測定した。
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① 菌体外画分とした。菌体は、protoplast buffer（ 50mM Tris-HCl 、5mM EDTA 、5mM NaCl 、
25％ シュークロース、 pH7.5）に懸濁し、Lysozyme（和光純薬工業）を終濃度 1mg/ml になるよう
添加し、37 ℃で 16 時間反応させた。反応後、この菌体溶液は、遠心分離した。得られた上清を凍結
乾燥し、リン酸緩衝液（ 50mM 、pH 7.5 ）で懸濁し、② 細胞壁消化画分とした。沈殿にリン酸緩衝液
（ 50mM 、pH 7.2 ）を加え、菌体をバーストさせた。これを遠心分離し、上清部を凍結乾燥し、リン酸緩
衝液（ 50mM 、pH 7.2）で、再溶解させ、③ 細胞質画分とした。また、沈殿部を凍結乾燥し、リン酸緩
衝液（ 50mM 、pH 7.2）で懸濁後に④ 細胞膜画分とした。
Blue-Native PAGE
Wittingら 12 ）の Blue-Native PAGE 法を一部改変した。ゲルは Native PAGE Novex 、3-12 ％
Bis-Tris Protein Gels（ライフテクノロジー社）を用いた。泳動緩衝液は Native PAGE Running
Buffer（20X）
（ライフテクノロジー社）及び Native PAGE Cathode Buffer Additive（20X）
（ライフテ
クノロジー社）を用い、それぞれ 300ml 、200mlとなるように調製した。試料は Native PAGE Sample
Prep Kit（ライフテクノロジー社）を用いた。細胞壁画分 10μlを4×Sample Buffer 5μl 、5％ G-250
Sample Buffer 1μlと混合し、蒸留水を用いて全量 20μlとした。サンプルは各ウェルに5μl ずつ注入
し、150V 、100 分、500mA 、80W の条件で泳動を行った。
細胞壁画分を電気泳動させたタンパク画分のエンドトキシン消去活性測定
Native PAGE の結果得られたゲル中の各タンパク質バンドは分子量マーカーをもとに① 1000 ～
1200kDa 、② 500-700kDa 、③ 250-400kDa 、④ 150-250kDa 、⑤ 66-100kDa の範囲において滅菌
メスを用いて切り出し、ゲルの重量を測定後滅菌水及び注射用水で 2 回ずつ洗浄し、エンドトキシンの
消去能を測定した。
粗エンドトキシン消去タンパク質およびラクトフェリンによるエンドトキシンの消去
上記に従い、培養菌体を Lysozyme で処理後、限外ろ過フィルター（ Nanosep Centrifugal
OD300C33 ）で 300kDa 以下の画分を得た。続いて、この 300kDa 以下の画分を限外ろ過フィルター
（ Nanosep Centrifugal 、DeviceOD10C33 ）で 100kDa 以上の画分を得、10（ mg /mL ）となるよう
分画した。ラクトフェリン（和光純薬）は10（mg /mL ）となるように、10mMリン酸緩衝液（ pH7.2 ）に溶
解させた。これらのエンドトキシン消去能を検討した。

結果及び考察
乳酸菌の分離とタンナーゼ活性を有する乳酸菌のスクリーニング
食品などから分離した乳酸菌 168 株は、形態学的特性や生理学的な特性より5タイプに分類した。
結果は Table 1 に示した。分離した乳酸菌は、まず、形態的に分類した。タイプ A 、B 、C はいずれ
も、生酸性が高く桿菌で、全体の 29 ％であった。タイプ A は単桿菌で、全体の 13 ％が分離された。ま
た、タイプ B はやや短い桿菌で約 10％が分離された。タイプ C は連鎖した桿菌で、6％分離できた。タイ
プ Dとタイプ E はともに球菌で、タイプ D はやや酸生成能が低くい株で、分離した中で一番分離され、
55％分離できた。タイプ E は、タイプ Dより酸生成能が高い株群で、培地の pH は3.2 以下となり16％株
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分 離できた。乳 酸 菌の菌 種は、桿 菌と

Table 1 分離乳酸菌株の形態

球菌が混在し、例えば、ヨーグルトでは、

Lactobacillus bulgaricus と Streptococcus
t h e r m o p h i l u s が 、キムチのような発
酵性の漬物では、Pediococcus sp . と

Lactobacillus sp . の両菌種が分離さ
れる。一 方 、味 噌の醸 造ような塩 分が
高い条件では、菌種も限られ耐塩性の
球菌 Pediococcus (Tetragenococcus)

halophilus のみが生育している。
分離した乳酸菌を用いてエンドトキシン
消去乳酸菌のスクリーニングを行った。ま
た、この時、乳酸菌を接種しない培地を加
えたものを対照とし、これを 100 ％として算
出した。その結果、エンドトキシンを消去し

酸生成 , +；pH 3.2-4.0, ++；＜ pH 3.2
乳酸菌は、MRS 白亜寒天培地で分離した。乳酸菌株は、168 株
得た。

なかった乳酸菌は 119 株であった（データ未提示）。また、20 ％以上の活性消去率を示したのは 20 株
（データ未提示）
、30 ％以上の消去率を示したのは 25 株（データ未提示）
、50 ％以上の消去率を示し
たのは 4 株だった（ Fig.3 ）。また、活性消去を示した株は、漬物と米から分離した桿菌のタイプ Aと球
菌のタイプ D の乳酸菌であった。その中で、高いエンドトキシン消去能を示したのは球菌のタイプ D 、
AK-23で残存率 43％であった。この結果から、エンドトキシン消去乳酸菌は、AK-23とした。

Fig. 3 乳酸菌によるエンドトキシンの分解能
残存エンドトキシンは、対照を100％とした相対量で示した。
50％以上分解した4 株を示した。

そこで、各温度での菌体の増殖とLPS の減少について検討した（ Fig.4a 4b ）。先ずは、増殖を検
討した。AK-23 株は、4 ℃では増殖しなかった。15 ℃では、24 時間で定常期、30 ℃では、16 時間で定
常期に達した。高い温度で生育しやすいことが分かった。次に、エンドトキシン消去について検討した。
AK-23 株は、4 ℃ではエンドトキシンが減少しなかった。15 ℃では16 時間までエンドトキシンは減少せず、
40 時間では、約 66％まで減少し、64 時間では、約 30％以下まで減少した。30 ℃では、4 ℃、15 ℃と同
様に、16 時間ではエンドトキシンは減少しなかったが、16 時間以降残存率が減少し、40 時間で 46 ％、
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64 時間では26％まで減少した。AK-23株のエンドトキシン消去能と乳酸菌増殖は、一致しており、菌体
増殖に伴ってエンドトキシン消去が行われたことが推察された。

Fig. 4 AK-23 株の増殖およびエンドトキシンの分解能
a；4 、15 、30 ℃におけるAK-23株の増殖
b；4 、15 、30 ℃におけるAK-23 株のエンドトキシン分解能

次に、エンドトキシンの消去能の高い株を選抜するた
めに、AK-23 株を108（cells /ml）となるように、糖を含
む GYP 培地と糖を含まない YP 培地に添加し、この時
のエンドトキシン残存量を検討した（ Fig.5 ）。AK-23 株
ではエンドトキシンと糖を含む GYP 培地で培養させたと
ころ、上記の温度条件の検討と同様、エンドトキシン残
存量は 40 時間で 60 ％以下、64 時間では約 22 ％まで
減少した。糖を含まない YP 培地で培養させたところ、
40 時間で 28 ％、64 時間で 10 ％以下まで減少した。
よって、エンドトキシン消去能が高い乳酸菌は球菌の
AK-23 で、糖を含まない YP 培地で 30 ℃、64 時間の
培養によってエンドトキシンが分解されることがわかっ
た。次に、この株の同定を行った。

Fig. 5
2 種類の培地中での AK-23 株のエンドトキシン
の消去能

乳酸球菌 AK-23株の同定
AK-23 株のグラム染色試験と形態観察試験を行った結果、グラム陽性の四連球菌であった。カ
タラーゼ試験は、陰性反応を示した。また、初発 pH の違いによる生育について検討した結果、
AK-23 株は初発 pH 約 4.0-8.5と広い範囲で生育が確認された（データ未提示）。これらの特徴によ
り、Pediococcus 属であると推定され、pH4.2 及び pH8.5 において生育を示す乳酸菌は Pediococcus

pentosaceus あるいは Pediococcus acidilactici であると考えられた。最適生育温度は、30 ℃と37 ℃にお
いて著しい生育を示していた。15 ℃では生育が遅かった。4 ℃及び 45 ℃においてはほとんど生育が見
られなかった（データ未提示）
。
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Table 2 AK-23 株の形態学的、生理学的および分子生物学的性質

糖類発酵性試験の結果は、Table 2 に示した。その結果、AK-23 株は、Xylose 、Ribose 、

L -Arabinose を特徴的に資化した。この結果より、この結果は、Pediococcus pentosaceus と同定
した。BLAST のデータベースを用い、AK-23 株の 16SrDNA 塩基配列のシークエンス解析の結
果、Pediococcus pentosaceus と99 ％の相同性であった。このことから AK-23 株は Pediococcus

pentosaceus であると同定した。この属種 13 ）は、植物由来の発酵食品中に多く生息する乳酸菌の 1 つ
であり、食品として醤油、味噌、漬物、キムチ、ワイン等が挙げられる。その為、発酵食品中に一般的
に生息している乳酸菌であり、本研究の目的に合致した食経験のある乳酸菌であった。
増田ら 14 ）は、すんき漬から分離された P. pentosaceus Sn26 株が卵白アルブミンに誘導されるアレル
ギー性下痢症を有意に抑制し、Th1 / Th2 バランスの改善を介して腸管粘膜での IgE 産生を抑制した
と報告した。下痢は腸内の炎症が原因として挙げられることから、P. pentosaceus は抗炎症を持つ可能
性が考えられた。
エンドトキシン消去物質の局在性
そこで、Fig.2 に示したように AK-23 株を培養後、分画した。① 菌体外画分、② 細胞壁消化画分、
③ 細胞質画分、④ 細胞膜画分に分画させ、その画分によるエンドトキシン消去能を測定した。AK-23
株の各画分中をエンドトキシン溶液に加え、その時のエンドトキシン残存率を4 ℃、15 ℃、30 ℃で40 時間
反応させた Fig.6 に示した。その結果、無添加のものを 100 ％としたとき、① 菌体外画分を加えエンドト
キシン消去を行った結果、4 ℃、15 ℃、30 ℃の各温度とも、分解されず残存率は 100％であった。次に、
② 細胞壁消化画分を加え、エンドトキシン消去を行った結果、4 ℃では、まったく分解されず、残存率は
100％であった。15 ℃では、残存率は45％まで減少し、各画分の中で一番低いものであった。30 ℃では
残存率は76％で、15℃に次いで低いものであった。③ 細胞質画分を用いたものは、15 ℃で、95％、4 ℃
で、30 ℃は分解されず残存率は 100％であった。④ 細胞膜画分も、③ 細胞質画分を用いたものと同様
に、15 ℃で約 95％、4℃、30℃は分解されなかった。
よって、エンドトキシン消去物質の所在は、細胞壁で、この消去のための至適条件は 15 ℃であった。
これまで、菌体を用いた場合、30 ℃が高いものであったが、これは、増殖によって菌体が多く存在する
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ために、エンドトキシンが分解されたと推察された。しかし、これらの酵素と推察される消去物質の至適
温度は、15 ℃であった。
これまで、シフリンら 15）は、乳酸菌とビフィズス菌の一部が疎水性の細胞壁において LPS 結合能力を
有し、表面疎水性が高いほど LPSとの結合率は高くなると報告した。これはエンドトキシン構造を持つ
LPSと乳酸菌細胞壁が疎水結合を起こすことで毒性を中和あるいは内部への取り込みが起きていると
考えられた。
LPS の消去に関わる乳酸菌成分は依然として不明であるため、AK-23 株における作用物質につい
て、存在箇所を特定する必要性が示唆された。
以上よりエンドトキシン消去物質含む細胞壁消化物の分離・分画し、検討することとした。

Fig. 6 AK-23 株の菌体画分におけるエンドトキシン消去能

エンドトキシン消去物質の分離
これまでの報告によると、ペプチドグリカン及びリポテイコ酸などが、エンドトキシンの消去に関わること
を報告してきているが、リゾチームはこれらの多糖類を分解する。さらに、プロティナーゼを加え、消去
活性が失活した。このことより、エンドトキシン消去物質をタンパク質あるいは酵素と考えられた。そこで、
タンパク質及び膜タンパク質複合体の構造を保持したまま、分子の大きさに従って分離する電気泳動法
であるBlue-Native PAGEを行った。
Blue-Native PAGE の泳動結果をFig.7aに示した。この結果、分子量約 66～1236kDa の範囲に
おいて、目視で確認できるバンドは10本確認であった。これら、得られたバンドをFig.7aに示した Frac.1
～ 5 のバンドにグループ化し、それを切り出した。この切り出したゲルをエンドトキシン溶液に直接作用さ
せ、そのエンドトキシン残存量を測定した。この時のエンドトキシン残存量をFig.7bに示した。
サンプルを無添加で、電気泳動させたときの同位置で、同じ幅となるように切り出し、これを相対のエ
ンドトキシン量を100％として、エンドトキシン量を測定・減少量を測定した。
各分子量のバンドにおいて LPS の消去が見られ、Frac.1；1,200kDa 付近のバンド / 画分は 72 ％の
エンドトキシン残存し、28 ％消去した。Frac.2；600kDa 付近のバンド / 画分では、87 ％のエンドトキシ
ンが残存し、各サンプルの中で一番低く13 ％のみ消去した。Frac.3；400kDa 付近のバンド / 画分は、
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64 ％のエンドトキシンが残存し、36 ％のエンドトキシンを消去した。サンプルの中で一番消去したのは
Frac.4；150～250kDa で、この画分を作用させたところ56％であり、エンドトキシン消去能は44％であっ
た。Frac.5；66 ～ 100kDa で、この画分を作用させたところ 73 ％であり、エンドトキシン消去能は 27 ％
と、Frac.2；600kDa 付近の画分に次いで、エンドトキシン消去能が低いものであった。Frac.4；150 ～
250kDa のバンド/ 画分では、バンドが 3 本得られ、分子量はそれぞれ 158kDa 、189kDa 、217kDa で
あった。そこで、それぞれのバンドを切り出し、詳細に検討した。その結果を Fig.8a-b に示した。その
結果、217kDaは、3つのバンド/ 画分の中で一番エンドトキシンの残存量が低く、61％であった。これは、
消去能が 39％であることが示された。つぎに189kDa のバンド/ 画分が低く、残存率は90％で、消去能
は10％であった。しかし158kDa のバンド/ 画分では、エンドトキシンの消去作用は見られなかった。

Fig. 7 細胞壁画分からのタンパク質の分離および各タンパク質画分のエンドトキシン消去能
a；Blue-Native PAGE による細胞壁画分のからのタンパク質の分離
b；各タンパク質画分のエンドトキシン消去能
タンパク質の5 つのバンド：Frac.1；1,000kDa 以上 , Frac.2；500-700kDa ,
Frac.3；250-400kDa , Frac.4；150-250kDa , Frac.5；66-100kDa

Fig. 8 Frac.4 中のタンパク質のエンドトキシン消去能
分離タンパク質；217kDa 、189kDa 、158kDa
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これら細胞壁由来のタンパク質がエンドトキ
シン消去に関すると考えられた。今後は、これ
らのタンパクの性質を精製あるいは、分子生
物学的手法を用いて検討する必要があると考
えられた。
次に既存のエンドトキシン消去タンパク質で
あるラクトフェリンと粗精製した AK- 23 細胞
壁表層タンパク画分による消去活性を検討し
た（ Fig.9 ）。これまでの結果より、活性を持つ
画分は、217kDa で、100kDa ～ 300kDa の画
分のエンドトキシン消去活性の主となる活性を
有していた。そこで、限外ろ過フィルターにて、
100kDa ～300kDaを分画後、粗エンドトキシン
消去タンパク質として、既知の消去タンパク質
のラクトフェリンともに、消去活性について検討

Fig. 9 A
 K-23 株およびラクトフェリンによるエンドトキシン消
去能の比較。
各タンパク質はリン酸緩衝液（50mM, pH7.0）に、10mg /mL
となるように溶解させた。

した。その結果、対照の残存エンドトキシン量
を100％としたときにラクトフェリンでは74％であった。一方、AK-23 株の細胞壁表層タンパク質画分を作
用させたところ、エンドトキシンの残存量は62％と、既存のラクトフェリン消去タンパク質よりも大きかった。
一般的にラクトフェリンは、グラム陰性菌の膜表層に作用することが報告されている。それは正極に荷
電しているラクトフェリンが、負極に荷電している LPS が電気的に結合する。さらに、このような相互作
用を及ぼす LPS の極性は、3-deoxy-D-manno-octulosonate（ KDO ）のカルボキシル基やリピド A
の中のリン酸基によるところが大きい 16）。また、本エンドトキシン消去酵素も、等電点も考慮し、消去の至
適 pHも検討する必要があると考えられた。
以上のことから、本乳酸菌 AK-23 株はエンドトキシンの消去作用が強く、既知のエンドトキシン消去タ
ンパク質と比較しても同等以上の消去能を持ち、食品への応用が可能であると考えられた。今後は、タ
ンパク質の特性や、分子生物学的手法から、コードする DNA 塩基を明らかにし、消去機作の解明を
行っていきたい。

まとめ
乳酸菌は、大麦麦芽、米、米ぬか、味噌、チーズ、キムチ、ビール粕、糠漬より168 株の食品を分離
した。この中で、49 株は桿菌で、119 株は球菌であった。その中で、消去能が強い菌種は、球菌に属
するAK-23 株で、エンドトキシンを残存量 43 ％まで減少させた。AK-23 株は、形態学的、生理学的、
分子生物学的性質より、食歴のある Pediococcus pentosaceusと同定した。また、この株は、糖を含まな
い YP 培地で、30 ℃、64 時間で、エンドトキシンを消去した。また、この株の細胞壁表層タンパク質に、
エンドトキシン消去能があり、その分子量は、217kDa であった。さらに、この画分は、既知エンドトキシン
消去タンパク質であるミルク・ラクトフェリンより、消去能は 1.5 倍高かった。よって、この乳酸菌は食品へ
の応用が可能であると考えられた。
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